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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

四つのテスト 

Ⅰ真実かどうか 

Ⅱみんなに公平か 

Ⅲ好意と友情を深めるか 

Ⅳみんなのためになるかどうか 
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高槻ロータリークラブ 

 

  
◎ 国 歌・・・君が代 
◎  ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  浦中 郁文君 

「 高速道路の維持管理 」 
◎ 例会前の行事 

11 月度定例理事会 
◎ 例会後の行事 

指名委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3251 回 本日（11/10）の例会 

 

 
◎  ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  大木 城司君 

「 ZOOＭの使い方 」 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3252 回 次週（11/17）の例会 

先々週（10/27）の例会から 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 39 名 82.98 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 3 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

11 月はロータリー財団月間 

◎ゲスト・ビジター             計 0 名 
 
◎出席報告 

 
11 月度 記念月御祝 

 
◎ 誕生記念   

 岩井 祐造君    川面 智義君 

 西本恵美子君    浜田 厚男君 

 齋藤 良輔君 
 

◎ 結婚記念 

 髙木 正一・清美御夫妻 38 周年 

 浜田 厚男・寿絵御夫妻   33 周年 

 三井 泰之・ 忍御夫妻   33 周年 
 

 ◎入会記念 

   光本 智輝君 5 周年 

 

11 月度 創業記念月御祝 
 

藤松 功治君 マス星自動車㈱ 

       S.38.11 58 周年 
 
江澤  由君 ㈱装英 

       S.43.11.18     53 周年 
 
井前 憲司君 井前工業㈱ 

       S.45.11 51 周年 
 
赤羽  卓君 三井住友信託銀行㈱ 

       S.47.11.20 49 周年 
 
片山美智子君 環境機器㈱  

       S.48.11.1 48 周年 
 
伊藤 智秋君 ㈱エス・ジー 

       H.3.11.7 30 周年 
 
松尾  浩君 ㈱セラフィー 

        H.4.11.30 29 周年 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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〇青少年育成基金特別委員会      中西 美代子 
・10/23(土)今城塚公民館にて高槻市少年少女ジュニア
バンドへの青少年育成基金支援金贈呈式を執り行い
ました。当日は、羽根田会長、川面会員、その他青少
年育成基金特別委員会のメンバー5人が参加致しまし
た。羽根田会長のご挨拶の後支援金を贈呈し、先方よ
り御礼のお言葉と可愛らしい花束を頂戴致しました。
次の日 10/24(日)がコンサートでしたので、贈呈式に
は沢山のお子さんと親御さんにご参加いただきまし
た。10/24(日)のコンサートには、羽根田会長、片山
会員、西本会員、私の 4 人で行ってきました。大人の
方と遜色のないくらい上手に演奏されておりました。
当クラブの 12 月の家族例会などで演奏して頂ける機
会があればと考えております。 

 
 
 

 

 

 

◎会長の時間 

 

今日は会長の時間を頂きまして私の業務に関しまし
て最新の情報をお伝えいたします。 
皆様は不動産を多く所有されていますが、登記簿の所

有者が死亡しているにもかかわらず、相続登記をしない
ままの不動産はありませんでしょうか？相続登記は現
在は申請の義務がありませんので登記しなくても特に
不利益を被ることがありません。特に田舎の土地、山林、
値上がりを期待し、家族にも話してない北海道の分譲地
など所有不明の土地など全国的に増加しています。その
ため不動産取引の円滑化の妨げになっております。そこ
で所有者不明の土地の解消に向けた民事基本法の見直
しがなされました。令和 3 年 4 月 28 日に交付されまし
た。今すぐではありませんが近い将来以下の様に変わり
ますので私達の日常生活に関連する身近な改正点をお
知らせいたします。 
1．不動産登記制度の見直し 
相続登記の申請義務化 （令和 6 年スタート） 
具体的には登記簿の名義人が死亡しても相続の登記
をしないまま放置すると過料の罰則があります。 

2，住所変更登記の義務化 
登記簿の所有者の住所を変更したにかかわらず、登記
簿の住所を変更しない。 
この住所変更登記は今まではしなくても何の不利益
もありませんでしたのでほとんどの方がされていま
せんが、この法律が施行されますと 2 年以内に住所変
更登記をしないと過料の罰則があります。（5 年以内
に施行されます） 

3，土地を手放すための制度 
土地を相続により取得したが遠方で管理に困ってい
るだれかもらってくれる人いないかと相談を受ける
ことがよくあります。 
この制度は不要な土地を国に引き取ってもらうこと
ができるという制度です。 
この場合無償では引き取ってくれるわけではなく 10
年分の土地管理費相当分を支払う必要がありますし
一定の要件が必要です｡ 
所有者不明土地を解消して不動産の取引、利用の円滑

化を図るためこれ以外にも法改正がなされましたが、私
達の日常に身近なところをお知らせいたします。 
 

 

◎幹事報告 

・本日はございません。 
 
 

◎委員会報告 

〇国際奉仕委員会            飯田 哲久 
・地区より「ポリオ根絶の大切さの認識向上について」
の配布物が届いております。皆様の例会ポケットへ配
布しておりますのでご覧下さい。ポリオプラスへの地
区の寄付目標は、1 人あたり 50 ドル以上となってお
ります。前年度に引き続き今年度も 1 人あたり 6,000

円以上の寄付を宜しくお願い致します。また、今月は
「ロータリー財団月間」です。ロータリー財団への地
区の寄付目標は、1 人あたり 150 ドル以上となってお
ります。併せまして御協力宜しくお願い致します。 

 
 

 

  

 

〇青少年育成基金特別委員会       長井 正樹 
・10/26(火)に赤大路小学校にて青少年育成基金表彰式
を執り行いました。羽根田会長、河合幹事、清水会員
と私の 4 人が参加し、赤大路小学校の校長先生にも同
席いただいて、今回は 16 の個人・団体を表彰してお
りますが、代表して、受賞者の富樫 美玲さんと富樫 
音葉さんの双子のお二人に、表彰状、楯、表彰の品を
贈呈致しました。お二人は「これからもこの表彰を励
みに音楽を頑張って、将来は音楽に関わる仕事がした
い」と言っておられました。当クラブの活動が、学生
の皆さんの励みとなって次へ繋がっていくんだなと
改めて感じました。ご報告は以上となります。 

 
【青少年育成基金事業表彰者】 

 
・第 74 回全日本学生音楽コンクール全国大会 

バイオリン部門 第 1 位 
高槻市立赤大路小学校 富樫 美玲殿 

 
・第 74 回全日本学生音楽コンクール全国大会 

 バイオリン部門 第２位 
高槻市立赤大路小学校 富樫 音葉殿 

 
 

 

 

 

 

Ｒ財団表彰 
 

河合 一人君 

メジャードナー 
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（はじめに） 
金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社

会における資産形成・管理」には、認知症に備えた財産
管理の重要性についても記載があります。 
〇ポイントは三点です。 
・認知・判断能力の低下は誰にでも起こる 
・認知症への備えは、家族などの周囲を混乱させないた

めにも重要 
・認知症に備え、本人意思を予め明確にしておくことが

重要 
 

（本日の項目） 
(1) 高齢者を取り巻く環境 
（2）認知症発症後、周囲やご家族に起こること 
（3）人生 100 年時代の安心と充実の両立 
 

（お伝えしたいこと以下４点） 
・十分な財産をお持ちでも、認知症への備えがなけ 
れば、周囲や家族が困るということ 

・認知症に備えた財産管理は、お元気なうちでなけ 
れば準備できないということ 

・財産管理にはさまざまな選択肢があり、それぞれ 
に特徴があるということ 

・人生 100 年時代は楽しめる時代でもあるというこ 
と 

 
１．高齢者を取り巻く環境 
 
①平均寿命と健康寿命 

平均寿命は伸び続けています。1955 年から 2018 年
の約 60 年間で、男女とも 20 年弱寿命が伸び、男性は
81.25 歳、女性は 87.32 歳。ご参考として、「がんに
よる死者数」を添付していますが、医療技術の進歩に
より、死者数は年々減少しています。 
平均寿命と健康寿命ですが、健康寿命とは、不自由

なく健康に過ごせる期間のことをいいますが、男性が
8.84 年、女性が 12.35 年の差があります。この期間は、
「金融サービスの利用を含め、日常生活に支障が生じ
る可能性」があります。 
 

②詐欺・トラフブルの状況と一人暮らし高齢者の増加に
ついて 
振り込め詐欺の認知件数・被害総額ですが、オレオレ
詐欺は 9,134 件で被害のうちの 97.9％は 60 歳以上、
このうち 79.8％は 70 歳以上の女性が占めています。
また、還付金等詐欺については、1,910 件の被害のう
ち、95.5％は 60 歳以上となっています。各金融機関
も水際での防止に力を入れていますが、依然として被
害は多くあり、皆さまにはよくよくご注意いただけれ
ばと存じます。 

 
 

・第 41 回全国中学校スケート大会出場 
高槻市立第二中学校 本田 樹里亜殿 

 
・2020 年度水環境文化賞 

児童・生徒の部「みじん子賞」受賞 
高槻市立第六中学校 自然観察同好会殿 

 
・第 45 回大阪府中・高等学校将棋選手権大会  

中学校の部個人戦 準優勝 
高槻市立第九中学校 渡邊 想子殿 

 
・日本室内陸上Ｕ16 男子 60ｍハードル 第 3 位 

高槻市立第十中学校 野﨑 煌貴殿  
 
・グランディール音楽コンクール 全国金賞 

高槻市立第十中学校 山本 莉子殿 
 
・第 41 回全国中学校スケート大会出場 

高槻市立芝谷中学校 織田 信義殿 
 
・第 37 回近畿中学生ソフトテニス  

選抜インドア大会「団体戦」出場 
高槻市立芝谷中学校 女子ソフトテニス部殿 

 
・第 45 回大阪府中・高等学校将棋選手権大会  

中学校の部個人戦 優勝 
島本町立第一中学校 田中 叡殿 

 
・全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2021 

関西大会 高等学校団体 MAJORETTE 部門 第 2 位 
大阪府立大冠高等学校 バトントワリング部殿 

 
・第 74 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会出場 
第 74 回近畿高等学校陸上競技対抗選手権大会  

やり投 第 2 位  
大阪府立高槻北高等学校 内山 大希殿 

 
・第 74 回全日本学生音楽コンクール大阪大会 

大阪府立槻の木高等学校 泉谷 シルク殿 
 
・第 12 回全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場 

大阪府立槻の木高等学校 ダンス部殿 
 

・令和 3 年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 
トラックレースの部   個人種目ポイントレース 7位 

ロードレースの部 個人 4 位 
大阪府立三島高等学校 松井 丈治殿 

 
・第 74 回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会 

男子三段跳 8 位入賞 
大阪府立三島高等学校 杉山 慧殿 

 

◎卓話  「 家族にやさしい安心の財産管理 」 
 

 赤羽 卓 
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振り込め詐欺や消費トラブルが深刻な中、一人暮ら
し高齢者が急増しており、2025 年には 750 万人に達
すると予想されています。財産に関するトラブルや認
知症の進行加速防止のためには、高齢者の孤立を防ぐ
社会との接点作りが重要であるとの指摘もされてい
ます。 

 
③認知症への不安 

内閣府の調査では、本人は、「家族や周囲に迷惑を
掛けたくない」、家族は、「自分や周囲が迷惑を被る」、
「経済的に苦しくなる」といったことについて、具体
的な不安を抱えています。認知症への不安は、ご本人
だけでなく、家族や周囲も巻き込んだ問題として捉え
られているということが分かります。 
 
 

２．認知症発症後、周囲やご家族に起こること 
 
①財産管理を巡る親族不和 

財産管理を巡る親族不和についてご紹介します。な
お、こちらの事例は、何らの財産管理の対策も講じて
いない家で起こることを列挙しています。 
「親族から同居の親の資産の横領を疑われた」につ

いてですが、認知症の親と同居している子供は別居の
兄弟等から｢親の資産を横領しているのではないか｣
と疑いの目を向けられる場合があります。同居の子供
の出費だけでなく、同居の孫への出費についても同様
に疑われる場合もあります。親族からの疑いが強い場
合は、親の財産状況を説明できる書類等を保管してお
くことや財産を横領できないことを疎明できる仕組
みを準備する対応が必要です。 
「医療費等の立て替え払いが相当な金額となって

いるが他の親族が無関心」についてですが、認知症の
親と同居している子供は、親の医療費等の立て替え払
いを行う場合が頻繁にあります。しかし、立て替え払
いの負担は別居の兄弟等には関心が薄いため、親族不
和に繋がる場合もあります。立て替えをせずに、本人
の資金から直接支払いできる仕組みを準備しておく
ことは、親族不和の防止にも繋がります。 
「同居の親が振り込め詐欺の被害にあったことを

責め立てられた」についてですが、軽度認知症の親が
振り込め詐欺の被害にあった場合、同居の子供が別居
の兄弟等から防犯意識を批判され、親族不和に繋がる
ことがあります。なお、兄弟等の立場からは、親の保
護の他に、将来自分たちが受け取る相続財産が減って
しまったことに対する怒りもあります。本人が振り込
め詐欺の電話に誘導され銀行窓口まで行ったとして
も、あらかじめ、出金には家族の同意を必要とするよ
うな仕組みを導入しておくことで被害は防止できま
す。 
以上の通り、親族不和を防止するためにも、認知症

に備えた財産管理の準備は重要です。 
 

②キャッシュカードを巡る問題 
認知症発症後に親のキャッシュカードで出金手続

きをしている方もおられますが、さまざまな問題があ
ります。 
「親族からの損害賠償請求のおそれ」については、
親の生活費や医療費に使っていたとしても、他の親族
から横領を疑われ、損害賠償請求されるおそれがあり
ます。これらは親が生きているうちに問題となってい
なかった場合でも、相続発生後、親の預金額の少なさ
に不信感を持った相続人が一人でも居ると、一気に争
いが生じます。 

 
 
 

「口座資金が枯渇した場合の対応」については、口
座の資金が足りなくなり、定期預金や他の金融商品を
解約する必要が生じた場合には、本人の手続きが必要
となります。 
「再発行が必要となった場合の対応」については、

紛失や暗証番号不明等による再発行手続きが必要と
なった場合、本人の手続きが必要となるため、成年後
見人の選任が必要となります。 

 
③相続対策・非課税贈与ができない 

相続対策や贈与は、認知症を発症してからでは打つ
手がありません。 
お元気なときは、遺言書の作成などの相続対策を打

てます。しかし、認知症発症後は、本人は意思能力が
ないため、遺言書の作成をはじめ、何もできません。
何かしたとしても全て無効となります。法定後見を利
用した場合にも、後見人が遺言を作成することはでき
ませんし、贈与も本人の財産が減るため認められませ
ん。 

〇一族の繁栄や相続争いの防止、相続手続き負担軽減を
図る相続対策/贈与は、認知症の発症前に準備してお
く必要があります。 
 

④元気なうちにできることを 
お元気なうちは、自分や家族の事情にあわせた認知

症対策を自ら選択できます。一方、元気でなくなった
判断能力低下後は、困惑した家族などが必要に迫られ
対応し、選択肢も限られます。 
時系列で「判断能力に問題ない」⇒「判断能力に不

安を感じる」⇒「判断能力が低下」と３段階があり、
「何もしない」場合には、やがて資金凍結が発生し、
家族のコメントのとおり「お金はあるけど本人のため
に使えない」という事態が発生し、困った家族などが
裁判所の審判を仰ぎ、法定後見制度が開始されます。 
 

 
３．人生 100 年の安心と充実 
 
①充実した人生 100 年へ 

人生 100 年時代は、認知症の不安ばかりではありま
せん。より長くなった人生を前向きに捉えた動きも広
がっており、ひ孫を含めた四世代で団欒されるご家族
や、新たな趣味や学び、社会参加にチャレンジされる
方も増えています。 
栄養（食・歯科口腔の定期的な管理）、身体運動（運

動・社会活動）、社会参加（就労・余暇活動・ボラン
ティア）に気を配っていただければ、健康寿命を伸ば
すことができるという研究結果が出ています。 
社会関連性指標と生命予後の関係性ですが各項目

について、無しの人と有りの人の 7 年後の死亡率を比
較しています。社会とのつながりがあるほど、長生き
である傾向がありますので、皆さまにはできるだけ積
極的に社会へ参加していただくことをお薦めします。 
 

②さいごに 
認知症は全ての方が発症する訳ではなく、その程度

も人それぞれです。 
しかし、何も準備をしないままに発症した場合の財

産管理について、周囲やご家族が困難な状況となるこ
とは確かです。 
さまざまな財産管理の選択肢の中から、ご自身やご

家族の事業に合ったものを選び、確かな安心の中で、
人生 100 年時代をお楽しみください。 

以上 
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◎ニコニコ箱報告 
・卓話を聞いていただきありがとうございました。 
                 赤羽君 
・高槻市少年少女ジュニアバンドに参加しました。コ
ロナ禍で練習しにくい中とてもがんばって演奏して
くれ感動致しました。又、子供達の目がキラキラ輝
かせて楽しそうに演奏してくれたのにもとても感動
しました。                西本君            

 

              本日の合計   ￥  10,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 580,000-  
 

◎R 財団への寄付 
河合 一人君 ￥10,000- 西本恵美子君 ￥10,000- 

 
本日の合計   ￥   20,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  415,000-     
        年次基金会員より    ￥  415,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄79.55 
 
◎米山奨学会への寄付  

 
本日の合計  ￥      0- 

          7/1 よりの累計  ￥  232,500-      
                会員より  ￥  115,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 117,500- 
                  一人当たり平均   ￥   4,947- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

羽根田茂子君 ￥500,000- 
 

本日の合計  ￥  500,000- 
7/1 よりの累計  ￥  565,000- 

 
 

 

 

 

 

◎10/27 卓上花 
 
カーネーション  

 ······ 無垢で深い愛 
 

スターチス 
 ······ 変わらぬ心 

  

 


